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新年にあたって 大　場　昭　義 第１号 ２頁

＊＊特　　　　　集＊＊

日本の「稼ぐ力」と産業・地域金融のあり方

解題 徳　島　勝　幸 第１号 ４頁

日本の「稼ぐ力」と新しい金融像の模索 翁　　　百　合 第１号 ８頁

京都企業は世界を意識してきた 川　北　英　隆 第１号 19頁

公的金融と民間金融の役割分担再論 土　居　丈　朗 第１号 30頁

地域金融機関の統合・再編は必要か 村　本　　　孜 第１号 43頁

＜第29回日本証券アナリスト大会より＞

（パネルディスカッション）
日本企業のプレゼンス復活
―投資家の裾野拡大を目指して―
 尾　山　　　基、川　名　浩　一、津　田　純　嗣、武　田　洋　子 第１号 53頁

公的年金運用改革

解題 伊　藤　敬　介 第２号 ２頁

公的年金運用改革の必要性と提言の背景 伊　藤　隆　敏 第２号 ６頁

欧米の公的年金の取組みから得られるわが国公的年金への示唆 菅　原　周　一 第２号 16頁

公的年金運用（GPIF）のリスク活用型運用への転換とその課題 臼　杵　政　治 第２号 28頁

公的年金運用改革の資産運用業界へのインプリケーション 喜　多　幸之助、谷　口　和歌子 第２号 41頁

年金資金とプライベート・エクイティ投資

解題 菅　原　周　一 第３号 ２頁

（座談会）
年金によるPE投資の実際と今後への展望

大　藤　康　博、木　口　愛　友、高　橋　修　三、徳　島　勝　幸 第３号 ６頁

（論文）
年金によるPE投資の現状と期待される役割 徳　島　勝　幸 第３号 27頁

PE投資の実務と例 西　村　和　夫 第３号 37頁

ビッグデータとHFT

解題 伊　藤　敬　介 第４号 ２頁

データ革命と株式運用戦略 諏訪部　貴　嗣 第４号 ６頁

HFTと流動性
―グローバルな視点から― 宇　野　　　淳 第４号 18頁

高頻度注文板データによる2014年東証ティックサイズ変更の国内株式市場への影響分析
林　　　高　樹 第４号 29頁

HFTの規制をめぐる米国の動向と日本市場への示唆 大　崎　貞　和 第４号 40頁

IPOと株式市場

解題 石　川　博　行 第５号 ２頁

国内新興市場のIPOの現状と制度について 早　瀬　　　巧、後　藤　潤一郎 第５号 ６頁

ベンチャーキャピタル投資における優先株式の利用 高　橋　秀　徳、忽　那　憲　治 第５号 15頁

IPO市場の環境変化と新規公開株のパフォーマンス 岡　村　秀　夫 第５号 25頁

インターネット掲示板における投資家心理とIPO後の株式売買 月　岡　靖　智 第５号 38頁

企業価値を高めるROE向上

解題 大　庭　昭　彦 第６号 ２頁

資本生産性の時代
―バンク・ガバナンスからエクイティ・ガバナンスへ― 小　林　慶一郎 第６号 ６頁

ROE向上へ向けた企業と投資家の望ましい関係：伊藤レポートを受けて
―投資家サーベイの示唆とエクイティ・スプレッドの考察― 柳　　　良　平 第６号 17頁

PBR１倍の非対称性に見える日本企業の低ROE問題 宮　川　壽　夫 第６号 28頁
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持続的なROE・株主価値向上のための株主還元政策 杉　下　裕　樹 第６号 39頁

円安の背景と企業・運用業界・経済への示唆

解題 光　定　洋　介 第７号 ２頁

日銀の異次元の金融政策が為替レートに与えた影響に関する検証 福　田　慎　一 第７号 ６頁

最近の株価と為替の同時相関関係の強まりについて  藤　原　茂　章 第７号 20頁

円安の日本経済への影響
―対外純資産に対する評価効果に焦点を当てて― 大　野　早　苗 第７号 28頁

実質為替レートの長期的動向について
―わが国の経済構造との関連において― 松　林　洋　一 第７号 38頁

コーポレートガバナンス・コード

解題 大　崎　貞　和 第８号 ２頁

（論文）
コーポレートガバナンス・コードの概要 油　布　志　行 第８号 ５頁

コーポレートガバナンス・コードへの期待と課題
―中長期的な企業価値の向上は会社と機関投資家の共同責任― 小　口　俊　朗 第８号 13頁

（座談会）
コーポレートガバナンス・コードを機能させるために

小　澤　大　二、佐　藤　淑　子、中　原　裕　彦、西　山　賢　吾、大　崎　貞　和 第８号 24頁

アジアにおける資産運用：その魅力と将来性―第６回SAAJ国際セミナーより―

解題 明　田　雅　昭 第９号 ２頁

（講演録）
アジアパシフィックにおける資産運用ビジネスの枠組み ダニエル・セリギン 第９号 ６頁

グローバル資産運用会社のアジアに対する経営戦略 佐　藤　秀　樹 第９号 13頁

（パネルディスカッション）
アジアにおける資産運用：その魅力と将来性

ピーター・アレクサンダー、兒　玉　健　治、佐　藤　秀　樹、堀　江　貞　之 第９号 22頁

日本企業の選択と集中

解題 中　塚　富士雄 第10号 ２頁

「選択と集中」の経営の課題
―「多角化M&Aパズル」の検証― 池　田　直　史、井　上　光太郎 第10号 ６頁

スピンオフによる価値創造とコーポレートガバナンス
―欧米最新事例の分析から見えてくるもの― 田　村　俊　夫 第10号 17頁

わが国におけるスピンオフに関する法制上・税制上の課題 太　田　　　洋 第10号 27頁

工作機械産業における選択と集中
　―ツガミのカーブアウト戦略の考察― 濱　田　　　功、光　定　洋　介 第10号 40頁

ガバナンス改革次のステップ―資産運用業界の役割・議決権行使・取締役会評価―

解題 北　川　哲　雄 第11号 ３頁

資産運用業界の役割と責任
　―コーポレートガバナンスの強化に向けて― 岩　間　陽一郎 第11号 ７頁

上場企業への議決権行使状況と今後の注目点 西　山　賢　吾 第11号 18頁

議決権行使助言会社に対する規制論の根拠と近年の展開 髙　橋　真　弓 第11号 27頁

取締役会評価の実際と課題 高　山　与志子 第11号 39頁

ファミリービジネス

解題 大　橋　和　彦 第12号 ２頁

（論文）
コーポレートガバナンスの視点から見たファミリービジネス 花　崎　正　晴 第12号 ５頁

創業家が企業経営に与える影響
　―同族企業と非同族企業はどのように異質なのか?― 竹　原　　　均 第12号 17頁

ファミリービジネスと実体的利益マネジメント
　―ファミリービジネスにおける社外取締役の実体的利益マネジメント抑制効果― 海　老　原　崇 第12号 27頁
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（インタビュー）
経営学の視点から見たファミリービジネスの長所・短所 入　山　章　栄、大　橋　和　彦 第12号 37頁

＜第30回日本証券アナリスト大会＞

「日本企業の収益力向上と株式市場」

開会の辞 大　場　昭　義 第11号 49頁

証券アナリストジャーナル賞表彰 川　北　英　隆 第11号 53頁

ディスクロージャー優良企業選定結果の報告 許　斐　　　潤 第11号 57頁

（記念講演）
持続的成長を実現する変革シナリオ 伊　藤　邦　雄 第12号 49頁

三菱重工業の経営改革 宮　永　俊　一 第12号 62頁

（所感）
第30回日本証券アナリスト大会を終えて 三　浦　和　晴 第12号 72頁

＊＊展　　　　　望＊＊

資産運用の高度化 本　多　俊　毅 第１号 68頁

Is it a“Show”Time?
―企業開示のタイミングと株価形成― 中　塚　富士雄 第２号 49頁

「後は野となれ山となれ」なのか？
―そもそも論で改めて問う「異次元緩和」の危うさ 沼　波　　　正 第３号 47頁

米国確定拠出年金の成長過程と諸問題 河　田　　　剛 第４号 50頁

フォワードルッキングなリスク分析 伊　藤　敬　介 第５号 47頁

インカム収益の再確認と経済の活性化 徳　島　勝　幸 第６号 49頁

ピケティを読んで投信を買おう 神　山　直　樹 第７号 50頁

OTCデリバティブ取引の評価手法
―リーマンショック以降の変遷について― 小　林　伸　行 第８号 42頁

IFRS適用による利益押し上げ効果 石　川　博　行 第９号 39頁

コーポレートガバナンスとステークホルダー関係 首　藤　　　惠 第10号 52頁

AA型種類株式が投じた一石 大　崎　貞　和 第11号 58頁

コーポレートガバナンス・コード導入と社外取締役の役割 光　定　洋　介 第12号 74頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊

バーゼルIIIの先へと進む金融規制改革 小　立　　　敬 第１号 74頁

海図なき領域となる中央銀行の出口政策 加　藤　　　出 第２号 55頁

更なる円安は日本経済にとってプラスか？ 佐々木　　　融 第３号 53頁

日本国債50周年の展望と課題
―「二つのコクサイ化」の歴史を踏まえて― 米　澤　潤　一 第４号 57頁

株式投資の新潮流とスマートベータ
―リスクプレミアムとベンチマークインデックス― 加　藤　康　之 第５号 53頁

量的緩和に踏み切ったECB 高　橋　祥　夫 第６号 55頁

国際会計基準（IFRS）の浸透と国内新会計基準開発 野　村　嘉　浩 第７号 56頁

世界経済の展望と中央銀行への課題 長　井　滋　人 第８号 48頁

ROE からエクイティスプレッドへの発展
―ROE を使った、投資家と企業との対話の時代― 吉　野　貴　晶 第９号 43頁

アジア債券市場の現状と今後の課題 村　松　　　健 第10号 58頁

海外投資家の投資先企業とポートフォリオの特徴
―高収益企業を中心とした厳選投資― 堀　江　貞　之、高　橋　祐　資 第11号 64頁

ハイブリッド証券と自社株買いが変える資本政策 中　塚　富士雄 第12号 80頁
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＊＊視　　　　　点＊＊

限界に達した第一の矢と第二の矢 河　野　龍太郎 第１号 86頁

資産管理信託銀行の役割
―グローバル化・高度化する投資業務の一翼を担う 奥　野　博　章 第２号 66頁

第３次安倍政権の課題を検証する 熊　谷　亮　丸 第３号 65頁

社外取締役の戸惑い 藤　沢　久　美 第４号 68頁

日本の低所得化問題 熊　野　英　生 第５号 65頁

元気な米国西海岸に学ぶ地方創生 城　所　岩　生 第６号 64頁

アナリストが足を踏み入れた「難しい時代」 上　野　泰　也 第７号 64頁

ファミリービジネスのガバナンスの在り方 米　田　　　隆 第８号 61頁

改善する企業のファンダメンタル 金　井　孝　男 第９号 56頁

コーポレートガバナンス論議にインセンティブの観点を 新　井　富　雄 第10号 68頁

調査マン今昔物語 山　口　　　敦 第11号 73頁

進化するGIPS基準 桒　原　　　洋 第12号 90頁

＊＊論　　　　　文＊＊

自社株公開買付における異なる買付プレミアムに関する実証分析 河　瀬　宏　則 第２号 69頁

ボラティリティ・プレミアム
―ファクターリターンの大きさと予測可能性― 内　山　朋　規、山　中　　　智 第３号 69頁

企業の投資と収益性ファクターに基づく運用戦略 山　田　　　徹、師　岡　勇　弥 第４号 72頁

企業の財務健全性と年金資産運用 柳　瀬　典　由、後　藤　晋　吾 第５号 69頁

赤字企業の経営者は交代させるべきか
―企業業績と経営者交代の関係― 清　水　　　一 第７号 68頁

企業の財務・投資活動に対する市場構造の特性について 久　田　祥　子 第８号 65頁

日本の株式市場における取引コストの実証分析 工　藤　秀　明、佐　野　公　紀 第８号 77頁

企業の財務指標の予測におけるマクロ／市況情報の有用性 宮　城　知　之、宋　　　明　子 第10号 72頁

事業再生のパフォーマンス比較と経営者交代の効果の分析 小　野　伸　一 第12号 94頁

＊＊研究ノート＊＊

中国株式市場における「最大収益率効果」 許　　　東　海、金　崎　芳　輔 第１号 90頁

ユーロ圏の直面する「日本化・円化・日銀化」現象 唐　鎌　大　輔 第２号 81頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊

「Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing」
Harry M. Markowitz ／ Kenneth A. Blay（Eds） 本　多　俊　毅 第１号102頁

「バフェットからの手紙（第三版）」
 ローレンス・A・カニンガム著　長尾慎太郎監修　藤原康史訳 奥　野　一　成 第１号105頁

「運輸・交通インフラと民力活用―PPP ／ PFIのファイナンスとガバナンス」
 山内弘隆編著 中　里　幸　聖 第１号108頁

「数学のかんどころ　確率微分方程式入門：数理ファイナンスへの応用」
 石村直之著 森　平　爽一郎 第２号 92頁

「日経文庫　経済を見る３つの目」 伊藤元重著 高　田　　　創 第２号 95頁

「日銀、「出口」なし！―異次元緩和の次に来る危機」 加藤　出著 沼　波　　　正 第２号 98頁

「企業数理のすべて―プランニングからリスクマネジメントの応用」 青沼君明著 小　林　貴　幸 第３号 80頁

「年金基金のためのプライベート・エクイティ」 日本バイアウト研究所編 菅　原　周　一 第３号 83頁

「グローバル金融システムの苦悩と挑戦―新規制は危機を抑止できるか」
 石山嘉英／野崎浩成著 小　立　　　敬 第３号 85頁
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「金融税制と租税体系」 証券税制研究会編 森　信　茂　樹 第４号 82頁

「ユーロ銀行同盟の構
ラビリンス

図―その死角をストレステスト」 米倉　茂著 沼　波　　　正 第４号 84頁

「21世紀の貨幣論」 フェリックス・マーティン著　遠藤真美訳 神　山　直　樹 第４号 86頁

「企業会計入門―考えて学ぶ」 斎藤静樹著 小宮山　　　賢 第５号 80頁

「日本銀行と政治―金融政策決定の軌跡」 上川龍之進著 沼　波　　　正 第５号 82頁

「取締役会の仕事」
 ラム・チャラン／デニス・ケアリー／マイケル・ユシーム著　川添節子訳 明　田　雅　昭 第５号 85頁

「リスクと流動性―金融安定性の新しい経済学」
 ヒュン・ソン・シン著　大橋和彦／服部正純訳 祝　迫　得　夫 第６号 67頁

「ROE最貧国　日本を変える」 「山を動かす」研究会編 河　田　　　剛 第６号 69頁

「地域銀行の経営行動―変革期の対応―」 森　祐司著 山　田　能　伸 第７号 78頁

「スチュワードシップとコーポレートガバナンス―２つのコードが変える日本の
企業・経済・社会―」 北川哲雄編著 中　　　美　尋 第７号 80頁

「日本財政「最後の選択」―健全化と成長の両立は成るか―」 伊藤隆敏著 沼　波　　　正 第８号 90頁

「持続可能性とイノベーションの統合報告―非財務情報開示のダイナミクスと信
頼性―」 越智信仁著 中　塚　富士雄 第８号 93頁

「企業法制の将来展望―資本市場制度の改革への提言―2015 年度版」
 神作裕之責任編集／資本市場研究会編 得　津　　　晶 第８号 95頁

「経済の大転換と日本銀行」 翁　邦雄著 沼　波　　　正 第９号 59頁

「企業価値向上のデリバティブ　リスクヘッジを超えて」 福島良治著 菅　原　周　一 第９号 62頁

「金融商品取引法制の潮流」 金融商品取引法研究会編 大　崎　貞　和 第10号 85頁

「日本のM&A　理論と事例研究」 服部暢達著 北　川　哲　雄 第10号 88頁

「ASEAN金融資本市場と国際金融センター」 アジア資本市場研究会編 河　田　　　剛 第10号 91頁

「コーポレートガバナンス・コードの実践」 武井一浩編著 松　田　千恵子 第11号 76頁

「資本市場の変貌と証券ビジネス」 証券経営研究会編 原　田　喜美枝 第11号 79頁

「シフト&ショック―次なる金融危機をいかに防ぐか―」
 マーティン・ウルフ著　遠藤真美訳 沼　波　　　正 第11号 82頁

「企業金融と会社法・資本市場規制」 久保田安彦著 中　塚　富士雄 第12号104頁

「経済データと政策決定―速報値と確定値の間の不確実性を読み解く―」
 小巻泰之著 原　田　喜美枝 第12号106頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊

新　刊　紹　介 第１号111頁

新　刊　紹　介 第２号101頁

新　刊　紹　介 第３号 88頁

新　刊　紹　介 第４号 89頁

新　刊　紹　介 第５号 87頁

新　刊　紹　介 第６号 71頁

新　刊　紹　介 第７号 83頁

新　刊　紹　介 第８号 98頁

新　刊　紹　介 第９号 64頁

新　刊　紹　介 第10号 93頁

新　刊　紹　介 第11号 85頁

新　刊　紹　介 第12号108頁

＊＊2014年度証券アナリストジャーナル賞＊＊

2014年度証券アナリストジャーナル賞 第６号 72頁
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＊＊協 会 だ よ り＊＊

新役員の選任等 第９号 65頁

お知らせ

平成27年主要行事予定 第１号112頁

「CMA・CCMAの継続学習制度」がスタート！同封の手引きをご覧ください 第１号112頁

「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第１号112頁

第74回運営委員会を開催しました 第４号 90頁

第485回理事会を開催しました 第４号 90頁

2015年度第１次レベル通信講座の申し込みを受け付けます 第４号 90頁

2015年度第１次レベル通信講座の申し込みを受け付けます 第５号 88頁

第486回理事会を開催しました 第７号 84頁

第43回定時総会を開催しました 第７号 84頁

「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」のスクーリングを開催します 第７号 85頁

名証IRエキスポ2015が開催されます 第７号 85頁

第487回理事会を開催しました 第８号 99頁

臨時総会を開催します 第８号 99頁

第５回人事・報酬委員会を開催 第８号 99頁

「デリバティブ初級講座」（スクーリング）の申し込みを受け付けています 第８号100頁

平成27年度臨時総会を開催しました 第９号 67頁

第488回理事会を開催しました 第９号 67頁

会員の資格喪失についての公示 第９号 67頁

「証券分析のための数学入門講座」の申し込みを受け付けています 第10号 94頁

「会社説明会」の名称を「IRミーティング」と「IRセミナー」に変更します 第10号 94頁

「IRミーティング」の音声データを即日公開します（希望企業のみ） 第10号 94頁

協会ホームページを全面リニューアルしました 第11号 86頁

CIIA（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第11号 86頁

第７回PBスクール開催のお知らせ 第11号 87頁

第489回理事会を開催しました 第12号109頁

CIIA（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第12号109頁

委員会・研究会活動状況

ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました 第３号 89頁

平成27年度のディスクロージャー優良企業等を決定しました（ディスクロージャー研究会） 第11号 87頁

トピックス

2014年９月のCIIA®（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第１号114頁

京都大学、関西学院大学、青山学院大学、同志社大学、立命館大学の専門職大学院（ビジネススクー
ル）とプライベートバンカー資格試験で提携しました 第１号114頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が北京で開催されました 第１号114頁

「地区交流会」活動状況について 第１号115頁

PB補完セミナーの動画、講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第１号115頁

アナリスト大会の動画を協会ホームページに掲載しました 第１号116頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第１号117頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2014年12月まで）について 第２号102頁
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プライベートバンカー資格試験 提携記念セミナーを開催しました 第２号103頁

「名古屋シンポジウム」を開催しました 第２号103頁

「地区交流会」活動状況について 第２号103頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第２号104頁

公開草案「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実
務上の取扱い（案）」について意見書を提出しました 第３号 90頁

第21回SAAJセミナー「コーポレートガバナンスと企業パフォーマンスの改善」を開催しました 第３号 90頁

「大阪シンポジウム」を開催しました 第３号 91頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第３号 91頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第３号 91頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）2015年３月試験を実施しました 第４号 91頁

シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2014年秋）の結果について 第４号 91頁

関西大学大学院とPB資格試験で提携しました 第４号 91頁

公開草案「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い（案）」および「自
己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準（案）」について意見書を提出しました 第４号 91頁

ディスクロージャー優良企業選定のニュース 第４号 92頁

「地区交流会」活動状況について 第４号 92頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第４号 92頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第４号 93頁

証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼 第４号 94頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年３月まで）について 第５号 88頁

プライベートバンカー資格 紹介セミナーを開催しました 第５号 89頁

ディスクロージャー優良企業選定のニュース 第５号 89頁

「金沢シンポジウム」を開催しました 第５号 90頁

「地区交流会」活動状況について 第５号 90頁

PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第５号 90頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第５号 91頁

2015年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました 第６号 79頁

第６回SAAJ国際セミナーを開催しました 第６号 79頁

「地区交流会」活動状況について 第６号 80頁

PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第６号 80頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第６号 81頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第６号 81頁

2015年証券アナリスト第２次レベル試験を実施しました 第７号 85頁

2015年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第７号 85頁

JICPA「我が国の財務諸表の表示・開示に関する検討について」の意見書を提出しました 第７号 86頁

ディスクロージャー優良企業選定のニュース 第７号 86頁

「地区交流会」活動状況について 第７号 86頁

第５回PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第７号 87頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第７号 87頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がウィーンで開催されました 第８号100頁

第６回PBスクールを開催しました 第８号100頁

第15回夏期SAAJセミナーを開催（７月６日） 第８号101頁

「地区交流会」活動状況について 第８号101頁

PB補完セミナーの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第８号101頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第８号102頁
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2015年証券アナリスト第２次レベル試験の結果を公表しました 第９号 67頁

滋賀大学の受験生が、本年６月の証券アナリスト第２次レベル試験に全員合格！ 第９号 67頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年６月まで）について 第９号 68頁

ASBJ企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（案）」に
ついて意見書を提出しました 第９号 68頁

第１回四国地区交流会（設立会合）を開催します 第９号 68頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第９号 69頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第10号 95頁

2015年９月CIIA（国際公認投資アナリスト）試験を実施しました 第11号 88頁

2015年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました 第11号 88頁

「経済」、「債券分析」のスクーリング動画の配信を開始しました 第11号 88頁

IASB公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」について意見書を提出しました 第11号 88頁

「仙台シンポジウム」を開催しました 第11号 89頁

第２回地区交流会全国会議を開催しました 第11号 89頁

「地区交流会」活動状況について 第11号 90頁

PB補完セミナー・PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第11号 90頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第11号 91頁

2015年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました 第12号109頁

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年９月まで）について 第12号110頁

ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）理事会・年次総会がシンガポールで開催されました 第12号110頁

「地区交流会」活動状況について 第12号111頁

PB補完セミナー・PBスクールの動画、講演要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号111頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号112頁

第６回SAAJ国際セミナー動画を協会ホームページに掲載しました 第12号112頁

役員・顧問・委員・会員の異動

委員の異動 第１号117頁

会員の異動 第１号118頁

委員の異動 第２号105頁

会員の異動 第２号105頁

委員の異動 第３号 92頁

会員の異動 第３号 93頁

委員の異動 第４号 94頁

会員の異動 第４号 94頁

委員の異動 第５号 92頁

会員の異動 第５号 93頁

顧問の異動 第６号 81頁

委員の異動 第６号 81頁

会員の異動 第６号 82頁

委員の異動 第７号 88頁

会員の異動 第７号 88頁

顧問の異動 第８号102頁

委員の異動 第８号103頁
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会員の異動 第８号104頁

顧問の異動 第９号 70頁

委員の異動 第９号 70頁

会員の異動 第９号 71頁

委員の異動 第10号 95頁

会員の異動 第10号 97頁

委員の異動 第11号 92頁

会員の異動 第11号 92頁

委員の異動 第12号112頁

会員の異動 第12号113頁
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